
平成29年度　豊田市民テニス選手権大会 （ ダブルス ）

会場 ： 平戸橋いこいの広場

女子一般

1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

安藤 美奈 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 湯口 かよ子 (ｺｰﾄｼﾞｪｽﾀｰｽﾞ)

山﨑 有加 (RAIN) 澤田 あゆみ (ﾁｰﾑG&A)

鳥居 慶子 (another-sky)

山崎 智子 (another-sky)

立野 和子 (ｽﾊﾟｼｵⅡ) 伊東 美苗 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

畑野 美穂子 (POF) 田代 美映 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

加藤 ゆかり (ﾃﾆｽ村) 寺田 ひとみ (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ)

水野 里香 (ﾃﾆｽ村) 河合 利江 (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ)

石川 知子 (ｵﾙﾌｪｳｽ) 鈴木 佳枝 (Fore☆Star)

吉野 佑美 (ｵﾙﾌｪｳｽ) 大橋 愛子 (HT)

石川 真理子 (fun♪fun) 菊岡 朝子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

寺田 由希子 (fun♪fun) 松村 渚 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

林部 千佳子 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 太田 ひろみ (POF)

飛山 るみ子 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ) 日比 恵都子 (POF)

冨岡 波江 (TET) 河村 美智代 (ﾃﾆｽ村)

伊原 祐子 (つくしんぼ) 岡野 由美 (ﾃﾆｽ村)

五島 美佐子 (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ) 上本 瑞美子 (ﾃﾆｽ村)

大脇 ちとせ (ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ･ﾛﾝｸﾞ) 宮﨑 智美 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

早川 共子 (MARS) 近藤 恵子 (STC)

柴口 清佳 (ｺｰﾄｼﾞｪｽﾀｰｽﾞ) 髙木 朝子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

鈴木 智香子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 長谷川 淳子 (ﾁｱﾌﾙﾀﾞｯｸｽ)

成原 律子 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ) シード 郷 真由美 (MITC)

 [1]　安藤・山﨑

 [2]　長谷川・郷
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平成29年度　豊田市民テニス選手権大会 （ ダブルス ）

会場 ： 加茂川公園

女子45歳以上

1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

浅井 洋未 (POF) 久郷 ひとみ (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

鈴木 敦子 (TET) 斉藤 寿世 (ｱｰﾙｸﾞﾚｲ)

小宮 ちかげ (MITC) 古澤 志信 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

森 まゆみ (MITC) 池田 志代美 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

平瀬 恵 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 犬飼 陽子 (ﾘﾘｰｸｨｰﾝｽﾞ)

豊田 智美 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 石川 美由紀 (フリー)

村山 由美子 (ｽﾊﾟｼｵⅡ) 松本 早苗 (ｱｰﾙｸﾞﾚｲ)

岩佐 孝子 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 西井 ひろ美 (ｱｰﾙｸﾞﾚｲ)

泊野 百合子 (ｱﾙﾀﾋﾞｽﾀ) 下川 美代子 (ECO)

白山 昌子 (ｱﾙﾀﾋﾞｽﾀ) 三好 典子 (ECO)

吉田 久代 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 浅田 百合子 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

渡邉 真紀 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 金剛 かおり (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

緒方 千代 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 大石 直子 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

木村 恭子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 広田 八月 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

酒井 恭子 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 前田 直子 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

荒瀬 幸代 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ) 久瀬 久己子 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

鈴木 ゆみを (40-LOVE) 宮村 直子 (あっかんべ)

今井 マリレン (YY_tennis ﾁｰﾑ) 高井 典子 (あっかんべ)

青山 恵子 (TET) 中馬 美由紀 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

吉見 裕子 (ｺｰﾄｼﾞｪｽﾀｰｽﾞ) 神谷 久美子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

山内 小百合 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 杉浦 美由紀 (POF)

内田 真貴 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 関 智恵美 (POF)

新美 幹 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 冨田 千穂美 (ﾗｯｷｰｼｮｯﾄ)

伊藤 紀子 (YY_tennis ﾁｰﾑ) シード 杉浦 淳子 (FRI)

 [1]　浅井・鈴木

 [2]　冨田・杉浦

 [3]　浅田・金剛

 [4]　緒方・木村 [3] [4]は抽選
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